
明色美顔水 薬用化粧水160(レトロ美顔水)　お取り扱い店舗一覧　 2021年9月時点

※各店の最新の在庫状況は変動している可能性がございます。ご来店前に各店へ直接お電話でお尋ねいただきますようお願い申し上げます。

都道府県店舗名 郵便番号住所 電話番号

北海道 ロフト札幌店 060-0004 北海道札幌市中央区北四条西３ 011-215-3821

北海道 アリオ札幌ロフト 065-0007 北海道札幌市東区北七条東９－２－２０アリオ札幌１Ｆ 011-722-6210

青森県 ロフト青森店 030-0843 青森県青森市浜田１－１４－１イトーヨーカドー青森店１Ｆ 017-729-1625

岩手県 ロフト盛岡店 020-0024 岩手県盛岡市菜園１－１０－１パルクアベニュー・カワトク６Ｆ 019-654-6210

宮城県 ロフト仙台店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－１０－１０ 022-224-6210

宮城県 ロフト仙台泉店 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央１－５－１アリオ仙台泉４Ｆ 022-771-6210

宮城県 ロフト仙台長町店 982-0011 宮城県仙台市太白区長町７－２０－５ララガーデン長町２Ｆ 022-746-6210

秋田県 ロフト秋田店 010-0001 秋田県秋田市中通２－８－１フォンテＡＫＩＴＡ２Ｆ 018-833-6210

茨城県 ロフトつくば店 305-0031 茨城県つくば市吾妻１－６－１キュート３Ｆ 029-855-6210

茨城県 ロフト水戸店 310-0026 茨城県水戸市泉町１－６－１水戸京成百貨店８Ｆ 029-302-6210

栃木県 ロフト宇都宮インターパーク店 321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク６－１－１ＦＫＤショッピングモール２Ｆ 028-616-6210

栃木県 ロフト宇都宮店 321-0962 栃木県宇都宮市今泉町２３７福田屋ショッピングプラザ２Ｆ 028-678-6200

群馬県 前橋ロフト 371-0801 群馬県前橋市文京町２－１－１けやきウォーク前橋１Ｆ 027-221-6210

埼玉県 ロフトそごう大宮店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－６－２そごう８Ｆ 048-643-6210

埼玉県 ロフト鷲宮店 340-0212 埼玉県久喜市久本寺字谷田７－１アリオ鷲宮１Ｆ 0480-59-6200

埼玉県 ロフト新三郷店 341-0009 埼玉県三郷市新三郷ららシティ３－１－１ららぽーと新三郷店１Ｆ 048-950-6210

埼玉県 ロフト川越店 350-0043 埼玉県川越市新富町２－１１－２ 049-223-6210

埼玉県 ロフト上尾店 362-0046 埼玉県上尾市壱丁目３６７アリオ上尾１Ｆ 048-780-6210

千葉県 ロフト千葉店 260-0028 千葉県千葉市中央区新町１０００千葉そごう８Ｆ 043-248-6210

千葉県 松戸ロフト 270-0023 千葉県松戸市八ケ崎２－８－１テラスモール松戸１Ｆ 047-340-6210

千葉県 ロフト流山店 270-0121 千葉県流山市西初石６－１８５－２おおたかの森ショッピングセンター２Ｆ 04-7156-6210

千葉県 ロフトイトーヨーカ堂船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町７－６－１イトーヨーカ堂船橋店２Ｆ 047-460-6210

千葉県 ロフト柏沼南店 277-0922 千葉県柏市大島田９５０－１セブンパークアリオ柏２Ｆ 04-7186-6100

千葉県 ロフト四街道店 284-0009 千葉県四街道市中央５イトーヨーカドー四街道店１Ｆ 043-424-2261

千葉県 ロフト市原店 290-0050 千葉県市原市更級４－３－２アリオ市原１Ｆ 0436-25-6210

東京都 ロフト上野店 110-0005 東京都台東区上野６－１５－１マルイシティ上野５Ｆ 03-3839-6210

東京都 ロフト亀有店 125-0061 東京都葛飾区亀有３－４９－３アリオ亀有２Ｆ 03-5680-6210

東京都 ロフト錦糸町店 130-0022 東京都墨田区江東橋４－２７－１４楽天地内 03-5625-6210

東京都 ロフト東京ソラマチ店 131-0045 東京都墨田区押上１－１－２東京スカイツリータウン・ソラマチ３Ｆ 03-3623-6210

東京都 ロフト葛西店 134-0084 東京都江戸川区東葛西９－３－３アリオ葛西１Ｆ 03-5674-6210

東京都 ロフト木場店 135-0042 東京都江東区木場１－５－３０イトーヨーカ堂木場店内 03-5634-6210

東京都 ロフト北砂店 136-0073 東京都江東区北砂２－１７アリオ北砂２Ｆ 03-5653-6210

東京都 ロフト大森店 143-0016 東京都大田区大森北２－１３－１イトーヨーカ堂大森店３Ｆ 03-5762-0111

東京都 ロフト渋谷店 150-0042 東京都渋谷区宇田川町２１－１ 03-3462-3807

東京都 ロフト二子玉川店 158-0094 東京都世田谷区玉川２－２３－１二子玉川ライズ５Ｆ 03-5716-6210

東京都 ロフト池袋店 171-0022 東京都豊島区南池袋１－２８－１ 03-5992-8844

東京都 ロフト吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１０－１ 0422-23-6210

東京都 ロフト武蔵境店 180-0023 東京都武蔵野市境南町２－３－６イトーヨーカ堂武蔵境店１Ｆ 0422-32-6210

東京都 ロフト国分寺店 185-0021 東京都国分寺市南町３－２０－３国分寺エル７Ｆ 042-359-6210

東京都 ロフト立川店 190-0012 東京都立川市曙町２－１－１ルミネ立川店７Ｆ 042-528-8546

東京都 ロフト八王子店 192-0083 東京都八王子市旭町１－１セレオ八王子北館６Ｆ 042-622-6210

東京都 ロフト南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢２－２８－１イトーヨーカ堂南大沢店１Ｆ 042-677-8051

東京都 ロフト町田店 194-0013 東京都町田市原町田６－２－６町田モディ内 042-726-6210

神奈川県 ロフト武蔵小杉店 211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東３－１１３５－１グランツリー３Ｆ 044-433-6210

神奈川県 ロフト川崎店 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１ラゾーナ２Ｆ 044-566-6210

神奈川県 ロフト横浜店 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２－１８－１そごう横浜７Ｆ 045-440-6210

神奈川県 ロフト横浜港北店 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町７００トレッサ横浜南棟２Ｆ 045-533-5501

神奈川県 ロフト新横浜店 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００－４５キュービックプラザ７Ｆ 045-478-0140

神奈川県 横須賀ロフト 238-0007 神奈川県横須賀市若松町２－３０横須賀モアーズシティ３Ｆ 046-825-6234

神奈川県 ロフト大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間１－３－１イトーヨーカ堂大和鶴間店１Ｆ 046-261-1211

神奈川県 ロフト海老名店 243-0436 神奈川県海老名市扇町１３－１ららぽーと海老名１Ｆ 046-206-6210

神奈川県 ロフト東戸塚店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３６－１オーロラモール東戸塚６Ｆ 045-827-0100

神奈川県 ロフト小田原店 250-0872 神奈川県小田原市中里２０８ロビンソン小田原３Ｆ 0465-48-6200

神奈川県 ロフト辻堂店 251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台１－３－１テラスモール湘南３Ｆ 0466-86-7300

神奈川県 ロフト橋本店 252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２アリオ橋本１Ｆ 042-775-6210
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神奈川県 ロフト古淵店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵３－１３－３３イトーヨーカ堂古淵店２Ｆ 042-755-8188

新潟県 ロフト新潟店 950-0088 新潟県新潟市万代１－５－１万代シティビル５Ｆ 025-245-6210

富山県 富山ロフト 939-2716 富山県富山市婦中町下轡田１６５－１ファボーレ１Ｆ 076-465-7620

福井県 新福井ロフト 910-0006 福井県福井市中央１－８－１西武福井店６Ｆ 0776-20-6210

山梨県 ロフト甲府昭和店 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条１３－１イトーヨーカ堂１Ｆ 055-240-7621

長野県 ロフト上田店 386-0025 長野県上田市天神３－５－８アリオ上田１Ｆ 0268-28-6215

長野県 ロフト南松本店 390-0834 長野県松本市高宮中１－２０イトーヨーカ堂南松本店１Ｆ 0263-29-6210

岐阜県 ロフト岐阜店 500-8175 岐阜県岐阜市長住町２－１１－１ 058-266-6210

静岡県 沼津ロフト 410-0302 静岡県沼津市東椎路東荒３０１－３ららぽーと沼津１Ｆ 055-925-6210

静岡県 ロフト静岡店 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町６－７静岡パルコ８Ｆ 054-272-6210

静岡県 ロフト浜松店 430-0926 静岡県浜松市中区砂山町６－１メイワン６Ｆ 053-455-6210

愛知県 ロフト岡崎店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町３８－５岡崎西武４Ｆ 0564-59-2160

愛知県 ロフト名古屋みなと店 455-0018 愛知県名古屋市港区港明２－３－２ららぽーと名古屋みなとアクルス１Ｆ 052-653-6210

愛知県 ロフト名古屋店 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－１８－１ナディアパーク内 052-219-3000

愛知県 東郷町ロフト 470-0100 愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地計画整理事業６２街区１・３－１Ｆ 0561-38-6206

京都府 ロフト京都店 604-8027 京都府京都市中京区河原町蛸薬師通西入 075-255-6210

京都府 京都洛北ロフト 606-8103 京都府京都市左京区高野西開町３６洛北阪急スクエア１Ｆ 075-791-6210

大阪府 ロフト梅田店 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１６－７ 06-6359-0111

大阪府 ロフトなんば店 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前１２－２２難波センタービル内 06-6631-6210

大阪府 ロフト阿倍野店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋２－１－４０あべのand1階 06-6625-6210

大阪府 ロフト千里バンパク店 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園２－１ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ内 06-4864-6210

大阪府 ロフト高槻店 569-1116 大阪府高槻市白梅町４－１ 0726-84-2980

大阪府 ロフトくずは店 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町１５－１くずはモール内 072-836-6210

大阪府 ロフト八尾店 581-0803 大阪府八尾市光町２－６０八尾西武百貨店５Ｆ 072-995-6210

大阪府 ロフト堺店 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２アリオ鳳１Ｆ 072-273-0621

大阪府 ロフト大阪和泉店 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野４－４－７ららぽーと和泉４Ｆ 0725-90-6201

兵庫県 ロフト神戸店 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通８－１－８そごう神戸店新館２Ｆ 078-272-6228

兵庫県 ロフト西宮店 663-8204 兵庫県西宮市高松町１４－２阪急西宮ガーデン２Ｆ２０１ 0798-68-6210

兵庫県 ロフト姫路店 670-0912 兵庫県姫路市南町１山陽百貨店５Ｆ 079-226-6210

奈良県 ロフト生駒店 630-0251 奈良県生駒市谷田町１６００近鉄百貨店生駒店５Ｆ 0743-74-6210

鳥取県 ロフト米子店 683-0805 鳥取県米子市西福原２－１－１０ 0859-35-1111

岡山県 ロフト津山店 708-0065 岡山県津山市新魚町１７天満屋ハピーズアルネ津山店２Ｆ 0868-31-2320

岡山県 ロフトアリオ倉敷店 710-0813 岡山県倉敷市寿町１２－２アリオ倉敷１Ｆ 086-430-6210

広島県 ロフト福山ポートプラザ店 720-0801 広島県福山市入船町３－１－２５天満屋ハピータウン２Ｆ 084-971-1006

広島県 ロフト広島店 730-0011 広島県広島市中区基町６－２７ 082-502-6561

広島県 ロフト廿日市店 738-0023 広島県廿日市市下平良２－２－１ゆめタウン廿日市店２Ｆ 0829-31-6210

徳島県 ロフト徳島店 770-0831 徳島県徳島市寺島本町西１－５そごう徳島店８Ｆ 088-622-6210

徳島県 ロフトゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８－１ゆめタウン１Ｆ 088-692-6212

香川県 ロフト高松店 760-0054 香川県高松市常磐町１－３－１高松天満屋８Ｆ 087-812-7735

愛媛県 ロフト松山店 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０エミフルＭＡＳＡＫＩ１Ｆ 089-961-6210

福岡県 社ロフト小倉店 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町３－１－１コレット井筒屋６Ｆ 093-521-6210

福岡県 ロフト福岡天神店 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通４－９－２５ 092-724-6210

佐賀県 ロフト佐賀店 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北５－１４－１ゆめタウン佐賀１Ｆ 0952-20-6210

熊本県 ロフトゆめタウンはません店 862-0965 熊本県熊本市南区田井島１－２－１ゆめタウンはません店３Ｆ 096-334-6210

熊本県 ゆめタウン光の森ロフト 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森７－３３－１ｙｏｕｍｅタウン南館１Ｆ 096-232-6210

大分県 ロフト大分店 870-1155 大分県大分市玉沢７５５－１トキハわさだタウン２Ｆ 097-529-6210

宮崎県 宮崎ロフト 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１イオンモール宮崎２Ｆ 0985-26-6210

鹿児島県 ロフト鹿児島店 892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町６－５マルヤガーデンズ３Ｆ 099-239-6210

沖縄県 ロフトイーアス沖縄豊崎店 901-0225 沖縄県豊見城市豊崎３－３５イーアス沖縄豊崎３Ｆ 098-840-6210
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